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（一）　ジルイとイットウ 507

東三河平野東部のジルイ／渥美半島のジルイ／東三河平野西部のイットウ／東三河平野・渥美の同族

（二）　御津町上佐脇の「八社八苗字」 512

上佐脇の村落構造／イットウと「八社八苗字」／小社の伝承と由来譚／小社の祭祀と法印

二　渥美半島の寝宿と若者

（一）　渥美半島の寝宿の概要 516

寝宿の習俗／宿親の性格／教育機関としての寝宿／宿親と宿子／ムスメアソビ

（二）　寝宿の具体事例 521

池尻のヤド／江比間のヤド／堀切のヤド

第四節　三河の同年と厄祝い

一　同年組織の活動

（一）　同年の結成 527

同年の呼称と名称／同年結成の単位／同年結成の契機

（二）　同年の組織と交際 531

同年の規約・役員／同年の会計と集会／同年の交際／親睦旅行／同年と葬礼／同年の追弔会／

その他の交際

二　厄祝いの行事

（一）　厄祝いと厄除け参り 538

厄祝い／前芝の厄祭り／厄除け参り

（二）　振舞いと奉納 543

正月の接待／神社への奉納／厄年と祭り

第六章　人の一生

第一節　出会いと結婚

一　配偶者の選択

（一）　恋　愛 552

恋愛の伝統／ムスメアソビ／若者宿と恋愛／ヨバイとツボッコ

（二）　仲人と見合 556

仲人のタイプ／相手を探す仲人／三河山間部の仲人／西三河平野部の仲人／渥美半島の仲人／

聞き合わせと見合

二　結婚の成立

（一）　結納と嫁の荷 563

結納と仲人／酒の拘束力／トックリコロガシ／キメザケ・サケイレ／嫁入道具

（二）　当日の儀礼 568

奥三河の婚礼／渥美半島の婚礼／西三河平野部の婚礼／婿入り儀礼／出立ちと入家／介添人／

披露宴の客

三　ムラや里方とのつながり

（一）　初客とムラへの披露 578

近隣などへの披露／初客・新客／報恩講と初嫁／黒ゴマ

（二）　嫁の仕事と里帰り 584

嫁の仕事／塩田の嫁／里帰り

第二節　産み育てる

一　妊　娠 588

帯祝い／安産祈願／妊娠中の生活と禁忌／ヨビダシ

二　出　産

（一）　出　産 592

出産の場所／出産／座産／産湯と後産／産の神／母乳／産後の食事



（二）　産の忌みと祝い 599

ウブヤでの出産／出産と別火／生理とコヤ・別火／ユゾメ／七夜／出産の祝い

三　成　長

（一）　ウブヤアケと宮参り 606

ウブヤアケ／宮参り／初客

（二）　成長の祝い 610

初節供／初誕生／氏子入り

第三節　死者を送る

一　死から通夜まで 613

死の予兆と人魂／遺体の安置と死のまじない／通夜／湯灌／死装束／棺と納棺

二　葬式と互助

（一）　葬儀の互助 618

地縁による互助／同族による互助／宗派の縁による互助／死の知らせ／葬式の食事の支度／

葬具の製作

（二）　葬　式 625

出棺／葬列／葬式

三　葬法と墓制

（一）　土葬と墓制 628

地取り／穴掘り／埋葬／奥三河の墓制／神に転換する墓／両墓制

（二）　火葬と墓制 638

火葬／骨あげと納骨／無墓制

（三）　死後の供養 641

念仏と四十九日／初盆／三十三回忌

第七章　年中行事

第一節　暦と年中行事 648

旧暦と新暦／三河の年中行事

第二節　正月の行事

一　正月準備と年取 652

新正月と旧正月／煤払い／餅つき／歳神と門松／注連縄／年取

二　正　月 662

元日／仕事始め／七日正月／鏡開き・蔵開き／左義長／佐久島の八日講

三　モチイ 668

モチイ／ニュウギ／二十日正月／初恵比須

第三節　春・夏の行事

一　春の行事 673

節分／コトハジメ／春の山の講／初午／シカウチ／三月節供／弘法さん

二　夏の行事 684

五月節供／祇園と天王／疫神送り／田扇祭り

第四節　盆の行事 693

盆道作り／七夕／精霊迎え／精霊棚と供物／精霊送り／盆踊り／河原飯／ウラ盆

第五節　秋・冬の行事

一　秋の行事 704

月待ち・月見／神送り

二　冬の行事 707

冬の山の講／亥の子／恵比須講／神迎え／コトオサメ／報恩講

第六節　農事と行事

一　予祝儀礼 715

モチイ／おためし

二　生育儀礼 718

水口祭り／田植・農休み／虎が雨／雨乞い／虫送り

三　収穫儀礼 724

八朔／刈上げ

第八章　信　仰

第一節　寺院と神社

一　寺院と神社 728

寺院と檀家／宗派の分布／神社と氏子

二　神事と祭事 732

宝印祭と粥占祭／火鑽神事／￥外字(9a65)足神社の風祭り／足助八幡宮の飾り馬／猿投神社の飾り馬と棒の手

三　廃仏毀釈と神葬祭 735

廃仏毀釈と民俗／神葬祭のムラ／神葬祭と年中行事

第二節　諸信仰の展開



一　社寺信仰の諸相 741

伊勢信仰／秋葉信仰／津島信仰／豊川稲荷信仰／立山信仰／富士浅間信仰／白山信仰／オイヌサマ／

霊場巡り

二　民間宗教者 752

大峯行者と行者講／御嶽行者と御嶽講／ホウエンさん／三河万歳師

第三節　三河山村の信仰

一　土地に刻まれた信仰 757

村の信仰景観／多様な信仰と祭祀単位／宗教者の来訪と御札信仰／行者さんと六部の墓

二　山村に生き残った民間信仰 764

山の講／秋葉講／津島講と伊勢講／庚申講とジスジ／念仏信仰

三　家の神仏と神道化 773

家の神仏／奥三河と神道化／盆行事と霊魂観

第四節　東三河農村と渥美漁村の信仰

一　禅宗の村と民間信仰 780

村の信仰景観／禅宗優勢の地域／秋葉信仰／津島信仰／伊勢参りと豊川稲荷

二　庚申信仰とジルイ 787

庚申講／オクリョウ／庚申ドウギョウとジルイ

三　家の神仏と盆行事 794

家の神仏祭祀／地の神と法印さん／初盆供養

第五節　西三河農村の信仰

一　真宗門徒の村と寺檀関係 799

村の信仰景観／寺檀関係とイットウ／村の開発と寺院の成立／門徒の村の特質

二　門徒の行事と民間信仰 807

報恩講／オソウブツ／蓮如忌と御忌／秋葉と津島信仰／伊勢信仰と御田扇祭り／弘法信仰と霊場／

庚申と地蔵

三　家の神仏と先祖祭祀 816

神棚と仏壇／盆行事／無墓制

第九章　民俗芸能

第一節　奥三河の霜月神楽

一　花祭り 822

謎の神楽・大神楽／花祭り／月の花祭り／花祭りの伝承

二　御神楽 833

大谷の御神楽／消えた御神楽

三　参候祭り 836

湯立と七福神／神楽と田楽が混在する祭り

第二節　豊作を祈る芸能

一　奥三河の田楽 839

鳳来寺田楽／田峯田楽／黒沢田楽／黒倉と西薗目の田楽／三河の田楽と芸能

二　豊橋と岡崎の鬼祭り 851

豊橋の鬼祭り／滝山寺の鬼祭り／二つの鬼祭り

三　田遊び 855

三河の田遊び／田遊びの起源と鍬

第三節　盆の念仏と芸能

一　念仏踊り 859

ハネコミ／ハネコミの諸相／放下踊り

二　夜念仏 869

綾渡の夜念仏

第四節　獅子舞

一　三河の大神楽と獅子芝居 871

三河の大神楽／神楽と大神楽／獅子芝居／えんちょこ獅子

二　特色ある三河の獅子舞 877

西尾の神楽獅子舞／賀茂神社の獅子舞

第五節　三河万歳 881

三河の万歳／神道三河万歳／三河万歳の現状

第六節　人形芸能 885

人形芸能と三河／飽海人形

第七節　神子舞と打ち囃子

一　神楽と神子舞 887

西三河の神楽／西三河の神楽殿と神子／東三河の神楽と神子舞

二　打ち囃子 892

打ち囃子／チャラボコ／チリカラ／打ち込み太鼓



第八節　三河の山車祭りと芸能

一　東三河の大山と芸能 896

大山車と祭り／稚児舞／獅子舞／隠れ太鼓

二　山車祭りと人形芸能 901

人形芸能と山車／知立祭り／碧南の山車祭りと人形／田原祭り

三　様々な三河の山車祭り 904

狂言と踊り舞台の山車／新城の山車／三谷祭りの山車／三好の山車

第九節　祭礼風流の芸能と造り物

一　棒の手 910

棒の手の発生／三河の棒の手

二　太鼓踊り 913

笹踊り／一人立ち獅子舞／笠踊り

三　大提灯と立物煙火 919

大提灯／立物煙火

四　馬と祭礼風流 922

馬の頭と合宿／おまんと／馬トビ／吉良の馬行事

第十章　口承文芸

第一節　伝承の実態

一　昔話と伝説 930

調査資料／昔話の呼称と形式／伝承事情

二　伝承の系譜 933

清水家の伝承／佐々木家の伝承

第二節　昔　話

一　動物昔話 937

十二支の由来／猿とひきがえる／ポチとタマと狼／鳶不孝／時鳥と兄弟

二　本格昔話 945

蛇婿入り／桃太郎／屁こき爺／馬方山姥／ズイトン

三　笑　話 956

亀淵のぬし／鳥食い婆／姥捨て山／西行様と野糞／和尚と小僧

第三節　伝　説

一　木の部 964

駒止の桜／婆桜／羽衣松／竜宮の松／夫婦柊

二　石・岩の部 967

おこり石／甌穴岩／白石さま／赤子石／鸚鵡石

三　水の部 970

竜宮井／八ツ井戸／比丘尼淵／びわ淵／かかあ淵

四　塚の部 973

社口塚／藤塚／境塚／七人塚／乙葉塚

五　坂・峠・山の部 976

本宮山と石巻山／浪人山／祗神山／座頭坂／瓶割峠

六　祠堂の部 978

田植観音／水弘法／いぼ地蔵／袖引観音／泥ぶち観音
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